
　「第２６回(2003)東北地方道路写真コンテスト」の概要

■要旨 
　　本コンテストは、東北地方の道路とその役割や、私たちと道路の関わりなどについて、多くの
　方々に関心と理解を深めていただくとともに、 道路愛護の普及と高揚を図ろうとする目的で実
　施しております。
　　今年度は、新しく「ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗの部」を新たに設け、広く作品を募集したところ東北６県より
　3,532作品の応募がありました。

■審査・展示等 
　○審　査 　・応募作品は、各県の審査会を経て、平成１５年７月４日（金）に開催された審査会
　　　　　　　（審査委員長　社団法人日本広告写真家協会　東北支部長 杉山親生 氏）にお
　　　　　　　いて、入賞作品が選定されました。 

　○表　彰　・「一般の部」の最優秀作品賞、特別優秀作品賞、優秀作品賞
　　　　　　　 ・「ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗの部」の最優秀作品賞、優秀作品賞 
　　　　　　　 ・「小・中学生の部」及び「高校生の部」の最優秀作品賞、優秀作品賞
　　　　　　　　の受賞者は、平成１５年８月１０日仙台市（勾当台公園）にて開催される
　　　　　 　　「道路フェア２００３」において表彰を行います。

　○展　示 ・入賞作品は、平成１５年８月１０日仙台市（勾当台公園）にて開催される「道路フェア
　　　　　　　　２００３」において展示されるほか、
　　　　　　　・下記の日程で巡回展示する予定です。
　 　 　 　　　　平成１５年８月２１日（木） 　　　　　　　福島県安達郡安達町　国道４号 道の駅「安達」　
　　 　　　　　　平成１５年８月２３日（土）～８月２４日（日） 岩手県盛岡市　エスポワール岩手
　　　　　　　　 平成１５年８月２９日（金）～８月３１日（日） 山形県山形市　山形県郷土館（文翔館）
　　　　　 　　　平成１５年９月６日（土）～９月７日（日） 青森県青森市　青森駅ビル「ラビナ」
　　　　　 　　　平成１５年９月９日（火）～９月１０日（水）　 青森県八戸市　八戸市庁
　　　　　 　　　平成１５年９月１９日（金）～９月２５日（木） 福島県福島市　コラッセふくしま　
　　　　　 　　　平成１５年１０月８日（水）～１０月１０日（金） 秋田県秋田市　アトリオン

　　　　　　　・巡回展示終了後は、東北地方整備局「道路資料館」に展示されます。
　　　　　　　（道路資料館：仙台市青葉区折立一丁目１番１号 TEL 022-226-1620） 

　○使われ方 ・写真集「東北の道路 第２６集」として発行(８月１０日予定)されるほか、道路の広報
　　 資料として広く活用されます。 

第26回(2003) 東北地方道路写真コンテスト入賞者

【一般の部】
最優秀作品賞（１点）

題名 撮影場所 撮影者氏名 撮影者住所

夜明けのライン　　　　　　　 福島県福島市　　　　 坂野井　浩　　 福島県福島市　

特別優秀作品賞（２点）

題名 撮影場所 撮影者氏名 撮影者住所

巨人の雪かき　　　　　　　　 宮城県石巻市　　　　 高橋　太治　　 宮城県石巻市　

路地裏 秋田県湯沢市 高橋　寿 秋田県湯沢市



優秀作品賞（７点）

題名 撮影場所 撮影者氏名 撮影者住所

遠野祭の日 岩手県遠野市　 河野　春治 宮城県仙台市

雨上がりの朝 宮城県石巻市　　　　 佐々木　明子 宮城県石巻市

バス停の七夕 宮城県仙台市 菅原　善弘 宮城県志津川町

花の回道 宮城県川崎町 田口　武夫 宮城県仙台市

歴史の道 山形県酒田市 櫻井　亮 宮城県仙台市

坂下町の大俵引き　　　 福島県会津坂下町 柏倉　道男 福島県鏡石町

湖畔の冬道 福島県北塩原村 髙橋　信弘 山形県米沢市

入賞（４０点）

題名 撮影場所 撮影者氏名 撮影者住所

城ケ倉夕照　　　　　　　 青森県青森市 大谷　豊彦 青森県八戸市

家路 青森県十和田湖町 中野渡　俊彦 青森県十和田市

大雪の朝 青森県弘前市 木村　克己 青森県弘前市

裸参り 青森県常盤村 山下　茂 青森県青森市

尻屋崎への道 青森県東通村 佐々木　章逸 宮城県石巻市

夫婦みち 青森県青森市 上坂　正夫 青森県十和田市

夕暮れ 青森県深浦町 柿崎　順一郎 青森県青森市

晩秋 青森県弘前市 小山内　雅幸 青森県青森市

春の道 青森県横浜町 坂田　富雄 青森県十和田市

下校 岩手県盛岡市 小畑　一弘 岩手県一関市

熱写 岩手県遠野市 加賀谷　良助 秋田県横手市

紅に染まる道 岩手県花巻市 川村　宣之 宮城県石巻市

川辺のライブ 岩手県盛岡市 菊池　啓造 岩手県盛岡市

天空の祠 岩手県二戸市 髙坂　繁雄 青森県青森市

道の彼方へ 岩手県西根町 小関　麗 岩手県滝沢村

散歩 岩手県盛岡市 平舘　徹 岩手県盛岡市

旧道・中山峠 岩手県花巻市 高塩　稔 岩手県盛岡市

厳寒の朝 岩手県盛岡市 竹花　信一 岩手県盛岡市

冬の昼さがり 宮城県仙台市 和田　信宏 宮城県仙台市

夏祭りの日 宮城県仙台市 佐々木　富久江 福島県郡山市

夏休み 宮城県石巻市 高橋　敬子 宮城県石巻市

おててつないで 宮城県仙台市 斉藤　幸吉 宮城県仙台市

春の道 宮城県涌谷町 竹内　邦昭 宮城県石巻市

散歩日和 宮城県気仙沼市 菊地　誠一 宮城県石巻市

苦しみにたえて
(No.1)(No.2)(No.3)

宮城県名取市 佐藤　百二　 宮城県仙台市

黄落 宮城県仙台市 川村　直文 宮城県名取市

地蔵祭りの日 秋田県本荘市 杉本　昭一 秋田県湯沢市

なかよしロード 秋田県山本町 吉田　博光 秋田県八竜町

夏祭りの日 山形県朝日町 海谷　定信 山形県山形市

シェルター 山形県鶴岡市 杉山　正廣 山形県酒田市

落書き 山形県山形市 結城　謙司 山形県中山町

山里への道 山形県山形市 熊谷　孝利 宮城県仙台市

届けメッセージ 山形県酒田市 佐藤　哲雄 山形県酒田市

春がきた 山形県東根市 村川　市朗 山形県村山市

朝もやのライン 福島県福島市 安藤　一夫 福島県福島市

消雪道 福島県会津若松市 熊谷　まさ子 宮城県仙台市



尾瀬のみち 福島県檜枝岐村 佐々木　秀雄 福島県福島市

中門岳を行く 福島県檜枝岐村 佐藤　君代 福島県三春町

地吹雪の道 福島県郡山市 千原　武和 福島県郡山市

あっ、ライオンだ－ 福島県福島市 藤野　昭助 福島県飯野町

【デジタルカメラの部】
最優秀賞（１点）

題名 撮影場所　　　　　　　 撮影者氏名 撮影者住所　　　

紫陽花の道　　　　　　　 山形県酒田市 佐々木　吉治 山形県酒田市

優秀作品賞（２点）

題名 撮影場所 撮影者氏名 撮影者住所

菜の花ランチ 岩手県盛岡市　　　　　 太田　信子　 岩手県盛岡市　　

ハッピーチェリーロード 山形県酒田市 五十嵐　弘 山形県酒田市

【小・中学生の部】
最優秀賞（１点）

題名 撮影場所 撮影者氏名 撮影者住所

バルーンが来た　　　　 福島県塩川町　　　　　 風間　俊之　 福島県喜多方市

優秀作品賞（２点）

題名 撮影場所 撮影者氏名 撮影者住所

ボランティアの人たち　 岩手県盛岡市　　　　　 西島　慶太 岩手県葛巻町　

はしれ！！けんしろう 山形県天童市 阿部　俊一郎 山形県天童市

【高校生の部】
最優秀賞（１点）

題名 撮影場所 撮影者氏名 撮影者住所

変わらない道、代わらない笑顔 岩手県胆沢町 髙橋　詩織　 岩手県胆沢町　

優秀作品賞（２点）

題名 撮影場所 撮影者氏名 撮影者住所

青葉まつり　稚児行列 宮城県仙台市 横山　浩子　 宮城県仙台市

祭りの男 秋田県十文字町　　　　 小川　愛美 秋田県十文字町



【入　賞】
作 品 名 ：「城ケ倉夕照」
撮影場所：青森市
撮 影 者 ：大谷　豊彦（八戸市）　　　

【入　賞】
作 品 名 ：「家路」
撮影場所：十和田湖町
撮 影 者 ：中野渡　俊彦（十和田 市）

【入　賞】
作 品 名 ：「大雪の朝」
撮影場所：弘前市
撮 影 者 ：木村　克己（弘前市）　　 

【入　賞】
作 品 名 ：「裸参り」
撮影場所：常盤村
撮 影 者 ：山下　茂（青森市）　　　　

【入　賞】
作 品 名 ：「尻屋崎への道」
撮影場所：東通村
撮 影 者 ：佐々木　章逸（宮城県石巻市）

【入　賞】
作 品 名 ：「夫婦みち」
撮影場所：青森市
撮 影 者 ：上坂　正夫（十和田市）　

【入　賞】
作 品 名 ：「夕暮れ」
撮影場所：深浦町
撮 影 者 ：柿崎　順一郎（青森市）

【入　賞】
作 品 名 ：「晩秋」
撮影場所：弘前市
撮 影 者 ：小山内　雅幸（青森市）



【入　賞】
作 品 名 ：「春の道」
撮影場所：横浜町
撮 影 者 ：坂田　富雄（十和田市）
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